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　新年明けましておめでとうございます。昨年中は当協議会の運営につきまして
格別なご理解とご協力を賜り誠にありがとうございました。
　さて、昨年11月の県内の有効求人倍率（季節調整値）が1.56倍の高水準となり、
中小企業にとって労働力不足がさしせまって重要な課題となっています。
　国も、人手不足対策として生産性革命や人づくり革命を推進し、雇用重視から
企業が設備投資を拡充し生産性の向上を促す施策に軸足を移しています。設備投
資の拡充により、少ない人数で効率的に仕事ができるようにすれば労働生産性も
向上します。また、社員の教育訓練の充実と職業能力開発も状況打開策となるの
ではないでしょうか。
　当管内の雇用状況につきましても、11月の有効求人倍率（原数値）が1.41と依然
として高水準を維持し人手不足感がみられるところです。また昨年７月に開催さ
れた「アクセス2017・就職ガイダンス」では、30事業所、115名の生徒から参加い
ただき、採用活動が活発化し就職活動の高まりを感じております。本年も当協議
会では、セミナーの開催等積極的に事業を展開し、地域の雇用の安定のため尽力
させていただく所存です。引き続き皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
　結びに、会員企業様のますますのご繁栄と皆様方のご健勝を祈念し、年頭のご
挨拶とさせていただきます。

岩船郡村上市雇用対策協議会　会 報
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　若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働
大臣が「ユースエール認定企業」として認定しており、県内では７社（平成29年12月現在）が認定されています。
　ハローワーク村上管内では２社、いずれも雇用対策協議会会員企業の株式会社山木組様（平成29年９月）、マルト
鮮魚株式会社様（平成29年11月）が認定されました。
　認定企業になるとハローワークなどで重点的なＰＲを実施、自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能、各
種助成金の加算など企業のイメージアップや人材の確保などが期待できます。
　また、厚生労働省が運営する「若者雇用促進サイト」においてもユースエール認定企業を掲載し、広くＰＲを行っ
ています。
　認定企業になるためには、離職率、時間外労働、有給休暇、育児休暇などについて、一定の基準をクリアする必要
がありますが、人材確保、社員の定着などにおいて有効な手段となりますので認定に向け取り組んでみませんか。

　求職者数は52人で卒業予定者の減少に伴い14人（前年同月比21.2％）減少し、就職者数も48人で16人（同
25.0％）減少しました。
　就職内定率は92.3％で4.7Ｐ減少しましたが、県内就職率は87.5％で1.6Ｐ増加しました。
　ハローワーク村上では、早期に就職希望者全員の内定が決定するように取り組んでまいりますので、引き続きご協
力・ご支援をお願いいたします。

会員企業２社が
「ユースエール認定企業」として認定されました

株式会社 山木組　鈴木社長様 マルト鮮魚 株式会社　佐藤社長様

ユースエール認定マーク
【認定マークの解説】
　若葉の形は、若者がやる気に満ちあふれ、腕をふるう姿を、赤い丸はその活力を
意味し、若い力で日本の活力を上昇させていくイメージを表現しました。
【愛称（ユースエール）の解説】
　若者（youth）を応援する（yellを送る）事業主というイメージを表現しました。

平成30年３月卒業予定高校生の内定状況をお知らせします
� （平成29年11月末現在）

区分項目 合計 男 女 前年同月 増減数 増減率
求職者数 52 35 17 66 ▲ 14 ▲ 21.2

求人 管内 221 261 ▲ 40 ▲ 15.3

就職

合計 48 32 16 64 ▲ 16 ▲ 25.0
管内 31 20 11 38 ▲ 7 ▲ 18.4
管外 11 8 3 17 ▲ 6 ▲ 35.3
県外 6 4 2 9 ▲ 3 ▲ 33.3

求人倍率 4.25 3.95 0.3P
就職内定率 92.3 91.4 94.1 97.0 ▲ 4.7P
県内就職率 87.5 87.5 87.5 85.9 1.6P
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日　　　時：平成30年３月27日㈫・28日㈬
会　　　場：生涯学習推進センター　村上市田端町4-1
参加対象者：今春採用される学卒新入社員及びこれに準ずる方
　　　　　　（卒業後概ね３年以内に入社した方）
定　　　員：50名（先着順）
受　講　料：雇対協会員 5,000円　非会員 15,000円
　　　　　　（会員企業で３名以上参加の場合は全員1,000円引き ＊１名の料金）
内　　　容：�㈱ビーコンラーニングサービス社が実施します。

　平成31年３月卒業者用「2019・企業ガイドブックむらかみ」の掲載事業所
を募集しています。
　ガイドブックの内容については、ホームページでも無料掲載し、新卒者の採
用予定のない企業におかれましても、企業・事業のＰＲに有効なツールとして
ご活用いただけると思いますので、村上地域ブランドの発信にご協力をお願い
します。

１　名　　　称　「2019・企業ガイドブックむらかみ」
２　形式・部数　Ａ４版フルカラー　1,000部発行
３　発行予定日　平成30年４月頃
４　配　布　先　�平成31年３月卒業の大学・短大・専修・高校生及び

県内外の学校と関係機関
５　掲　載　料　会員企業�5,000円・非会員企業�15,000円
６　申�込�締�切　平成30年１月26日㈮

企業ガイドブックの掲載事業所を募集しています！

新入社員セミナー
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有期労働契約が更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約

（無期労働契約）に転換できるルールです。通算５年のカウントは平成25年４月１日以降に開始した有期

労働契約が対象です。

厚生労働省 都道府県労働局

事業主の皆様・有期労働契約で働く皆さまへ

（労働契約法第18条：平成25年4月1日施行）

【H29.7】

安心して働くための「無期転換ルール」とは
～平成30年４月から無期労働契約への転換申込みが本格化！～

無期転換ルールとは

無期転換サイト 検 索

対象となる方は

くわしくは無期転換ポータルサイトへアクセス！
無期転換ルールの概要や無期転換のメリットなどのほか、
相談先である都道府県労働局の一覧等を掲載しています。

http://muki.mhlw.go.jp/

お困りの場合は、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）にご相談ください。

雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が通算５年を超える全ての方が

対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

無期転換の申込みは、書面で行うことをお勧めします

無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立し

ます（会社は断ることができません）。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、のちのちのトラブル

を防ぐため、書面で行うことをお勧めします。

※ 無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定め（労働協約、就業規則、個々の労働契約）
がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。

無期労働契約
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【平成25年4月開始で契約期間が１年の場合の例】

H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4

5年

H31.4H30.4

無期転換
申込権発生

無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めを
することは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契
約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、
雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
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無期労働契約転換申込書

殿

私は、現在の有期労働契約の契約期間の末日までに通算契約期間が５年を超
えますので、労働契約法第18条第１項に基づき、期間の定めのない労働契約
（無期労働契約）への転換を申し込みます。

申出日 平成 年 月 日

申出者氏名 印

無期労働契約転換申込み受理通知書

殿

受理日 平成 年 月 日

職氏名 印

あなたから平成 年 月 日に提出された無期労働契約転換申込書に
ついて受理しましたので通知します。

参考様式 無期労働契約転換申込書・受理通知書の例

無期労働契約転換申込書

殿

私は、現在の有期労働契約の契約期間の末日までに通算契約期間が５年を超
えますので、労働契約法第18条第１項に基づき、期間の定めのない労働契約
（無期労働契約）への転換を申し込みます。

申出日 平成 年 月 日

申出者氏名 印

無期労働契約転換申込み受理通知書

殿

受理日 平成 年 月 日

職氏名 印

あなたから平成 年 月 日に提出された無期労働契約転換申込書に
ついて受理しましたので通知します。

参考様式 無期労働契約転換申込書・受理通知書の例

※�無期転換ルールの適用により、通常は、定年後引き続き雇用される有期労働者についても無期転換申込権が発生しますが、
有期雇用特別措置法により、一定の条件の下で無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。特例の適用
に当たり、事業主は本社・本店を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に認定申請を行う必要があります。
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 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等
を促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

（事業主の方へ） 

◆ 生産性の向上が認められる要件については、厚生労働省HP「生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」をご確認く
ださい。 

◆ すべてのコースにおいて、助成人数や助成額に上限があります。 

非正規雇用労働者のキャリアアップに取り組む事業主を支援します！ 

キャリアアップ助成金のご案内 

                            LL290401派企01 
 

助成内容 助成額 ※＜＞は生産性の向上が認められる場合の額、（ ）は大企業の額 

正社員化 
コース 

有期契約労働者等を
正規雇用労働者等に
転換又は直接雇用し
た場合 

① 有期→正規：１人当たり57万円＜72万円＞（42万7,500円＜54万円＞） 
② 有期→無期：１人当たり28万5,000円＜36万円＞（21万3,750円＜27万円＞） 
③ 無期→正規：１人当たり28万5,000円＜36万円＞（21万3,750円＜27万円＞）  
※ 正規には「多様な正社員（勤務地・職務限定正社員、短時間正社員）」を含みます。      
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、①③：１人当たり28万5,000円＜36万円＞（大企業も同額）加算 
※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合、 
    ①：１人当たり95,000円＜12万円＞（大企業も同額）、②③：47,500円＜60,000円＞（大企業も同額）加算 
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、 
    ①③：１事業所当たり95,000円＜12万円＞（71,250円＜90,000円＞）加算 

人材育成 
コース 

有期契約労働者等に
次のいずれかの訓練
を実施 
• 一般職業訓練（OFF-

JT）   
• 有期実習型訓練

（「ジョブ・カード」を活
用したOFF-JT+OJT） 

OFF-JT 賃金助成：１ｈ当たり760円＜960円＞（４75円＜600円＞）           
     経費助成：実費助成 ※訓練時間数に応じて1人当たり次の額を限度 
 
 
 
 
OJT     実施助成：１ｈ当たり760円＜960円＞（665円＜840円＞） 

賃金規定等
改定コース 

全て又は一部の有期
契約労働者等の基本
給の賃金規定等を、
増額改定した場合 

① 全ての賃金規定等を2％以上増額改定 
対象労働者数が１人～３人：95,000円＜12万円＞（71,250円＜90,000円＞） 
      ４人～６人：19万円＜24万円＞（14万2,500円＜18万円＞） 
      ７人～10人：28万5,000円＜36万円＞（19万円＜24万円＞） 
      11人～100人：1人当たり28,500円＜36,000円＞（19,000円＜24,000円＞） 
② 雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2％以上増額改定 
対象労働者数が １人～３人：47,500円＜60,000円＞（33,250円＜42,000円＞） 
      ４人～６人：95,000円＜12万円＞（71,250円＜90,000円＞） 
      ７人～10人：14万2,500円＜18万円＞（95,000円＜12万円＞） 
      11人～100人：1人当たり14,250円＜18,000円＞（9,500円＜12,000円＞） 
※ 中小企業において3％以上増額した場合、①：14,250円＜18,000円＞加算、②：7,600円＜9,600円＞加算 
※ 「職務評価」の手法の活用により実施した場合、１事業所当たり19万円＜24万円＞（14万2,500円＜18万円＞）加算 

健康診断 
制度コース 

有期契約労働者等を対
象に「法定外の健康診
断制度」を新たに規定
し、４人以上に実施し
た場合 

１事業所当たり38万円＜48万円＞（28万5,000円＜36万円＞）  

賃金規定等
共通化 
コース 

有期契約労働者等と正
社員との共通の賃金規
定等を新たに規定・適
用した場合 

１事業所当たり57万円＜72万円＞（42万7,500円＜54万円＞） 

諸手当制度
共通化 
コース 

有期契約労働者等と正
社員との共通の諸手当
制度を新たに規定・適
用した場合 

１事業所当たり38万円＜48万円＞（28万5,000円＜36万円＞） 

選択的適用
拡大導入時
処遇改善 
コース 

選択的適用拡大の導入
に伴い、社会保険適用
となる有期契約労働者
等の賃金の引上げを実
施した場合 

基本給の増額割合に応じて、１人当たり  
3％以上5％未満：19,000円＜24,000円＞（14,250円＜18,000円＞） 
5％以上7％未満：38,000円＜48,000円＞（28,500円＜36,000円＞）  
7%以上10％未満：47,500円＜60,000円＞（33,250円＜42,000円＞）  
10％以上14％未満：76,000円＜96,000円＞（57,000円＜72,000円＞）  
1４％以上：95,000円＜12万円＞（71,250円＜90,000円＞） 

短時間労働
者労働時間
延長コース 

有期契約労働者等の週所
定労働時間を5時間以上
延長し、社会保険を適用
した場合 

１人当たり19万円＜24万円＞（14万2,500円＜18万円＞） 
※ 上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、労働者の手取りが減少しない取
組をした場合、1時間以上５時間未満延長でも助成 

1時間以上２時間未満： 38,000円＜48,000円＞  （28,500円＜36,000円＞） 
2時間以上３時間未満： 76,000円＜96,000円＞  （57,000円＜72,000円＞） 
3時間以上４時間未満：11万4,000円＜14万4,000円＞（85,500円＜10万8,000円＞） 
4時間以上５時間未満：15万2,000円＜19万2,000円＞（11万4,000円＜14万4,000円＞） 

                                                                   （有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合）                 
100時間未満の場合             10万円（ ７万円）        15万円（10万円） 
100時間以上200時間未満の場合     20万円（15万円）        30万円（20万円） 
200時間以上の場合             30万円（20万円）        50万円（30万円） 
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◆ その他の支給要件等もありますので、まずは最寄りの都道府県労働局、ハローワークに 
お問い合わせください（支給要件を満たさない場合は助成金を受給することができません）。 

キャリアアップ計画の 
作成・提出 

キャリアアップ計画
の作成援助・確認 

取組の実施 

訓練計画届
の作成 

訓練計画届の確認 

訓練の実施 

支給審査 
支給決定 支給申請 

訓練計画届
の提出 

＜労働局・ハローワーク＞ ＜事業主＞ 

＜ジョブ・カードセンター＞ 

 訓練実施状況の    
   確認 

訓練実施に関する
相談・援助 

   助成金の活用に当たっては、事前に「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)等を
作成し、提出することが必要です。 

人材育成コース以外 人材育成コース 

◆ 詳細なパンフレットは、厚生労働省ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。 
  
 

   人材育成コースの「有期実習型訓練」を実施する場合、訓練 
   対象者はキャリア・コンサルティングを受け、「ジョブ・カード」 
      の交付を受ける必要があります。 

訓練カリキュラムの
作成支援等 

 キャリアアップ助成金  検  索 
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47.7% 

66.1% 
73.4% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

30時間以上 1～29時間 時間外なし 

時間外労働 
紹介率 

※１ 紹介率：求人１人当たりの応募者数（産業計の数値） 
※２、これらの数値は平成２９年６月から７月の間に県内ハローワークで受理した正社員求人により算出しています。 

 ハローワーク村上 求人部門 ＴＥＬ ０２５４－５３－４１４１ 

●有給休暇の取得促進をアピール！ 
・当社の年休消化率は〇％達成しています 
・毎月○回年休の取得促進をしています 
・夏季に連続〇日の年休が取得可能です 
 
 

新潟労働局 

58.5% 

91.1% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

導入無 導入有 

週休二日制 
紹介率 

48.9% 

72.1% 

85.9% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

104日未満 104日～119日 120日以上 

年間休日 
紹介率 

      32.6Pｱｯﾌﾟ! 25.7Pｱｯﾌﾟ! 37Pｱｯﾌﾟ! 

ハローワークの窓口でお聞きしました！「具体的な取組事例」 
１．認定制度の活用で企業のイメージアップ（ユースエール・くるみん・えるぼし） 
２．ノー残業デーなどの実施、長時間労働抑制の目標設定 
３．有給休暇取得促進のための制度化 
４．若者の積極採用・定着促進 
５．労働生産性向上（風土・意識改革、研修等の充実、作業環境改善、多能工化） 
※働き方・休み方改善ポータルサイトをご活用ください! 
 

▸ 休日を増やすことは現実的に無理がある・・・ 
▸ 人手不足で残業しなければ仕事が回らない状況だ・・・ 

求人情報へのアピール例 
●認定制度で知名度アップ 
 ・ユースエール認定企業 
 ・くるみん認定企業 
 ・えるぼし認定企業 
 
 

●残業削減をしていることをアピール！ 
・毎週○回「ノー残業デー」あります 
・残業削減のため、〇〇システム導入しました 
・業務効率化委員会を月○回開催しています 
 
 
 

http://work-holiday.mhlw.go.jp/ 働き方・休み方改善 ポータル 検索 

○（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構「生産性向上人材育成支援センター」；ご要望に合った人材育
成プランを提案、職業訓練の実施。 
○在職者向け職業訓練の実施；ポリテクセンターなどでのハロートレーニング、認定職業訓練施設での
在職者向け訓練の実施。 
 


